


































入門演習Ⅰ 選択＜演習＞ 1 年次／ 2 単位 ［春学期授業］

入門演習Ⅰ・Ⅱ 選択＜演習＞ 1 年次／ 4 単位 ［年間授業］

入門演習Ⅱ 選択＜演習＞ 1 年次／ 2 単位 ［秋学期授業］

横山　斉理

※　原則春学期、秋学期連続で受講してください。

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
レポートの書き方、プレゼンテーションのしかた、グループディスカッショ
ンのしかたなど、大学での学習において必要となる基本スキルを学びます。
【到達目標】
①専門書や新聞・雑誌記事を読み、それをわかりやすくレポートにまとめる
力をつけます。
②プレゼンテーションにより自分の考えをわかりやすく伝える方法を学びます。
③グループディスカッションを通じて、チームの考えを取りまとめる方法を
学びます。
【授業の進め方と方法】
授業はほぼすべて演習形式で進めます。レポート作成は個人で、グループディ
スカッションやフィールドワークは少人数のグループで、それぞれ行います。
グループディスカッションのテーマは教員が指定しますが、レポートやフィー
ルドワークのテーマは受講生自身で決めてもらいます。
【授業計画】
Ⅰ　春学期
回 テーマ 内容
1 春学期オリエンテーショ

ン
春学期の演習の概要を説明する

2 グループディスカッショ
ン①

特定のテーマについてグループでディ
スカッションする

3 グループディスカッショ
ン②

同上

4 グループディスカッショ
ン③

同上

5 レポート作成① レポートとは何かを学んだ上で、テー
マを設定する

6 レポート作成② 資料収集を収集し、レポートを書き進
める

7 レポート作成③ 同上
8 レポート作成④ 同上
9 レポート作成⑤ 同上
10 レポート作成⑥ 同上
11 発表① レポートの内容を発表する
12 発表② 同上
13 発表③ 同上
14 発表④ 同上
15 春学期の総括 これまでの学びを振り返り総括
Ⅱ　秋学期
回 テーマ 内容
16 秋学期オリエンテーショ

ン
秋学期の演習概要を説明する

17 フィールドワーク① グループ単位でフィールドワークの
テーマを設定する

18 フィールドワーク② フィールドワークを実施する
19 フィールドワーク③ 同上
20 フィールドワーク④ 同上
21 フィールドワーク⑤ 同上
22 データセッション① フィールドワークから得られたデータ

から何が分かるかを議論する
23 データセッション② 同上
24 データセッション③ 同上
25 データセッション④ 同上
26 データセッション⑤ 同上
27 データセッション⑥ 同上
28 発表① フィールドワークの内容・発見事項を

発表する
29 発表② 同上
30 秋学期の総括 これまでの学びを振り返り総括する
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
レポート作成は事前準備などが必要です。グループディスカッションとフィー
ルドワークはできるだけ授業内で完結するように運営します。
【テキスト（教科書）】
適宜、指定します。
【参考書】
適宜、指定します。
【成績評価の方法と基準】
レポート&発表 30%
フィールドワーク&発表 30%
授業への積極的な参画&平常点 40%

【学生の意見（授業改善アンケート等）からの気づき】
できるだけ楽しく学べるようにします。受講生の状況により、内容を適宜調
整します。
【学生が準備すべき機器他】
グループワークでは、グループに 1 台くらいはノートパソコンやタブレット
があると便利です。
【その他の重要事項】
他に履修しておくべき関連科目は特にありません。積極的な姿勢で取り組む
ようにしてください。
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入門演習Ⅰ 選択＜演習＞ 1 年次／ 2 単位 ［春学期授業］

入門演習Ⅰ・Ⅱ 選択＜演習＞ 1 年次／ 4 単位 ［年間授業］

入門演習Ⅱ 選択＜演習＞ 1 年次／ 2 単位 ［秋学期授業］

横山　斉理

※　原則春学期、秋学期連続で受講してください。

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
レポートの書き方、プレゼンテーションのしかた、グループディスカッショ
ンのしかたなど、大学での学習において必要となる基本スキルを学びます。
【到達目標】
①専門書や新聞・雑誌記事を読み、それをわかりやすくレポートにまとめる
力をつけます。
②プレゼンテーションにより自分の考えをわかりやすく伝える方法を学びます。
③グループディスカッションを通じて、チームの考えを取りまとめる方法を
学びます。
【授業の進め方と方法】
授業はほぼすべて演習形式で進めます。レポート作成は個人で、グループディ
スカッションやフィールドワークは少人数のグループで、それぞれ行います。
グループディスカッションのテーマは教員が指定しますが、レポートやフィー
ルドワークのテーマは受講生自身で決めてもらいます。
【授業計画】
Ⅰ　春学期
回 テーマ 内容
1 春学期オリエンテーショ

ン
春学期の演習の概要を説明する

2 グループディスカッショ
ン①

特定のテーマについてグループでディ
スカッションする

3 グループディスカッショ
ン②

同上

4 グループディスカッショ
ン③

同上

5 レポート作成① レポートとは何かを学んだ上で、テー
マを設定する

6 レポート作成② 資料収集を収集し、レポートを書き進
める

7 レポート作成③ 同上
8 レポート作成④ 同上
9 レポート作成⑤ 同上
10 レポート作成⑥ 同上
11 発表① レポートの内容を発表する
12 発表② 同上
13 発表③ 同上
14 発表④ 同上
15 春学期の総括 これまでの学びを振り返り総括
Ⅱ　秋学期
回 テーマ 内容
16 秋学期オリエンテーショ

ン
秋学期の演習概要を説明する

17 フィールドワーク① グループ単位でフィールドワークの
テーマを設定する

18 フィールドワーク② フィールドワークを実施する
19 フィールドワーク③ 同上
20 フィールドワーク④ 同上
21 フィールドワーク⑤ 同上
22 データセッション① フィールドワークから得られたデータ

から何が分かるかを議論する
23 データセッション② 同上
24 データセッション③ 同上
25 データセッション④ 同上
26 データセッション⑤ 同上
27 データセッション⑥ 同上
28 発表① フィールドワークの内容・発見事項を

発表する
29 発表② 同上
30 秋学期の総括 これまでの学びを振り返り総括する
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
レポート作成は事前準備などが必要です。グループディスカッションとフィー
ルドワークはできるだけ授業内で完結するように運営します。
【テキスト（教科書）】
適宜、指定します。
【参考書】
適宜、指定します。
【成績評価の方法と基準】
レポート&発表 30%
フィールドワーク&発表 30%
授業への積極的な参画&平常点 40%

【学生の意見（授業改善アンケート等）からの気づき】
できるだけ楽しく学べるようにします。受講生の状況により、内容を適宜調
整します。
【学生が準備すべき機器他】
グループワークでは、グループに 1 台くらいはノートパソコンやタブレット
があると便利です。
【その他の重要事項】
他に履修しておくべき関連科目は特にありません。積極的な姿勢で取り組む
ようにしてください。
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入門演習Ⅰ 選択＜演習＞ 1 年次／ 2 単位 ［春学期授業］

入門演習Ⅰ・Ⅱ 選択＜演習＞ 1 年次／ 4 単位 ［年間授業］

入門演習Ⅱ 選択＜演習＞ 1 年次／ 2 単位 ［秋学期授業］

横山　斉理

※　原則春学期、秋学期連続で受講してください。

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
レポートの書き方、プレゼンテーションのしかた、グループディスカッショ
ンのしかたなど、大学での学習において必要となる基本スキルを学びます。
【到達目標】
①専門書や新聞・雑誌記事を読み、それをわかりやすくレポートにまとめる
力をつけます。
②プレゼンテーションにより自分の考えをわかりやすく伝える方法を学びます。
③グループディスカッションを通じて、チームの考えを取りまとめる方法を
学びます。
【授業の進め方と方法】
授業はほぼすべて演習形式で進めます。レポート作成は個人で、グループディ
スカッションやフィールドワークは少人数のグループで、それぞれ行います。
グループディスカッションのテーマは教員が指定しますが、レポートやフィー
ルドワークのテーマは受講生自身で決めてもらいます。
【授業計画】
Ⅰ　春学期
回 テーマ 内容
1 春学期オリエンテーショ

ン
春学期の演習の概要を説明する

2 グループディスカッショ
ン①

特定のテーマについてグループでディ
スカッションする

3 グループディスカッショ
ン②

同上

4 グループディスカッショ
ン③

同上

5 レポート作成① レポートとは何かを学んだ上で、テー
マを設定する

6 レポート作成② 資料収集を収集し、レポートを書き進
める

7 レポート作成③ 同上
8 レポート作成④ 同上
9 レポート作成⑤ 同上
10 レポート作成⑥ 同上
11 発表① レポートの内容を発表する
12 発表② 同上
13 発表③ 同上
14 発表④ 同上
15 春学期の総括 これまでの学びを振り返り総括
Ⅱ　秋学期
回 テーマ 内容
16 秋学期オリエンテーショ

ン
秋学期の演習概要を説明する

17 フィールドワーク① グループ単位でフィールドワークの
テーマを設定する

18 フィールドワーク② フィールドワークを実施する
19 フィールドワーク③ 同上
20 フィールドワーク④ 同上
21 フィールドワーク⑤ 同上
22 データセッション① フィールドワークから得られたデータ

から何が分かるかを議論する
23 データセッション② 同上
24 データセッション③ 同上
25 データセッション④ 同上
26 データセッション⑤ 同上
27 データセッション⑥ 同上
28 発表① フィールドワークの内容・発見事項を

発表する
29 発表② 同上
30 秋学期の総括 これまでの学びを振り返り総括する
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
レポート作成は事前準備などが必要です。グループディスカッションとフィー
ルドワークはできるだけ授業内で完結するように運営します。
【テキスト（教科書）】
適宜、指定します。
【参考書】
適宜、指定します。
【成績評価の方法と基準】
レポート&発表 30%
フィールドワーク&発表 30%
授業への積極的な参画&平常点 40%

【学生の意見（授業改善アンケート等）からの気づき】
できるだけ楽しく学べるようにします。受講生の状況により、内容を適宜調
整します。
【学生が準備すべき機器他】
グループワークでは、グループに 1 台くらいはノートパソコンやタブレット
があると便利です。
【その他の重要事項】
他に履修しておくべき関連科目は特にありません。積極的な姿勢で取り組む
ようにしてください。
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演習１・２ 選択＜演習＞ 2 年次／ 4 単位 ［年間授業］

演習１・２ 選択＜演習＞ 2 年次／ 6 単位 ［年間授業］

演習５・６ 選択＜演習＞ 4 年次／ 6 単位 ［年間授業］

演習３・４ 選択＜演習＞ 3 年次／ 6 単位 ［年間授業］

安藤　直紀

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本演習は国際企業戦略をテーマとします。特に、新興市場への参入とそこで
の競争戦略が中心的なテーマになります。学生は、企業がどのように外国市
場に参入し、現地のライバル企業と競争し、競争優位を獲得するのかを、調
査や議論を通して学びます。
【到達目標】
学生は、国際企業戦略に関する理論を習得します。
外国で企業がとる戦略に関する理解を深めます。
企業が外国で直面するビジネス環境、特に新興経済に関する理解を深めます。
社会科学の調査方法を習得します。
ディスカッションする能力、調査する能力、論理的に考察する能力、プレゼ
ンテーションする能力を向上させます。
自ら問題を設定し、企業を調査、分析できるようになります。
【授業の進め方と方法】
グループによるディスカッションを中心に演習を進めます。設定された大き
いテーマのもとで、各グループが具体的なテーマ設定をします。それについ
て調査し、考察し、議論し、そして成果をプレゼンテーションします。
グループによる研究のほか、４年生は個人研究を行います。個人研究につい
ては、中間発表および最終発表をします。
【授業計画】
通年
回 テーマ 内容
１ 講義概要 講義概要とオリエンテーション
２ グループ研究①（１） グループ研究のテーマ設定
３ 方法論 社会科学の研究方法
４ グループ研究①（２） 研究テーマに関する文献調査（１）
５ グループ研究①（３） 研究テーマに関する文献調査（２）
６ ケース・スタディ（１） 企業の事例研究（１）
７ グループ研究①（４） 研究テーマに関する資料収集（１）
８ グループ研究①（５） 研究テーマに関する資料収集（２）
９ グループ研究①（６） これまでの調査をもとにした考察（１）
１０ グループ研究①（７） これまでの調査をもとにした考察（２）
１１ グループ研究①（８） 研究発表の準備
１２ グループ研究①（９） 研究発表
１３ グループ研究②（１） 新しいグループ研究のテーマ設定
１４ 第１回中間発表（１） 個人研究の第１回中間発表（１）
１５ 第１回中間発表（２） 個人研究の第１回中間発表（２）
１ 第２回中間発表（１） 個人研究の第２回中間発表（１）
２ 第２回中間発表（２） 個人研究の第２回中間発表（２）
３ グループ研究②（２） 研究テーマに関する文献調査（１）
４ グループ研究②（３） 研究テーマに関する文献調査（２）
５ ケース・スタディ（２） 企業の事例研究（２）
６ グループ研究②（４） 研究テーマに関する資料収集（１）
７ グループ研究②（５） 研究テーマに関する資料収集（２）
８ グループ研究②（６） これまでの調査をもとにした考察（１）
９ グループ研究②（７） これまでの調査をもとにした考察（２）
１０ グループ研究②（８） これまでの調査をもとにした考察（３）
１１ グループ研究②（９） 研究発表の準備
１２ グループ研究②（10） 研究発表
１３ 研究最終発表（１） 個人研究の最終発表（１）
１４ 研究最終発表（２） 個人研究の最終発表（２）
１５ 研究テーマ発表 次年度に取り組む個人研究テーマの発

表
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
春学期
１－２回：グループ研究のテーマを考える
３回：社会科学の研究方法について調べる
４－５回：グループで研究テーマに関連した文献を調べる
６回：ケースとして扱う企業を調べる
７－８回：グループで研究テーマに関連した資料を収集する
９－１０回：これまでの調査をもとに、グループで議論する
１１－１２回：グループで研究発表の準備をする
１３回：新しいグループ研究のテーマを考える
１４－１５回：個人研究の中間発表の準備をする
秋学期
１－２回：個人研究の中間発表の準備をする
３－４回：グループで研究テーマに関連した文献を調べる
５回：ケースとして扱う企業を調べる
６－７回：グループで研究テーマに関連した資料を収集する
８－１０回：これまでの調査をもとに、グループで議論する
１１－１２回：グループで研究発表の準備をする
１３－１４回：個人研究の最終発表の準備をする
１５回：次年度に取り組む個人研究のテーマを考える

【テキスト（教科書）】
テキストは使用しません。読む必要がある文献に関しては、講義内に指示し
ます。
【参考書】
浅川和宏『グローバル経営入門』日本経済新聞社、2003 年
高根正昭（１９７９）　創造の方法学　講談社現代新書
その他参考文献に関しては、講義内に指示します。
【成績評価の方法と基準】
クラスへの貢献を 70 ％、グループまたは個人によるレポートを 30 ％として
評価します。クラスへの貢献とは、クラスでの調査、ディスカッション、プ
レゼンテーションなどです。出席しているだけでは、クラスへの貢献にはな
らないことを理解して臨んでください。レポートについては、設定したテー
マについてどれだけ深い思考ができているかを重視して評価します。文献に
書かれていることを整理しただけでは高い評価になりません。
【学生の意見（授業改善アンケート等）からの気づき】
国際企業戦略を考えるために必要な理論、企業研究をするために必要な調査
方法に関して議論する時間を増やします。
【その他の重要事項】
国際経営戦略論Ⅰ/Ⅱ、経営戦略論Ⅰ/Ⅱを履修することが望ましいと思います。
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演習１・２ 選択＜演習＞ 2 年次／ 4 単位 ［年間授業］

演習１・２ 選択＜演習＞ 2 年次／ 6 単位 ［年間授業］

演習５・６ 選択＜演習＞ 4 年次／ 6 単位 ［年間授業］

演習３・４ 選択＜演習＞ 3 年次／ 6 単位 ［年間授業］

安藤　直紀

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本演習は国際企業戦略をテーマとします。特に、新興市場への参入とそこで
の競争戦略が中心的なテーマになります。学生は、企業がどのように外国市
場に参入し、現地のライバル企業と競争し、競争優位を獲得するのかを、調
査や議論を通して学びます。
【到達目標】
学生は、国際企業戦略に関する理論を習得します。
外国で企業がとる戦略に関する理解を深めます。
企業が外国で直面するビジネス環境、特に新興経済に関する理解を深めます。
社会科学の調査方法を習得します。
ディスカッションする能力、調査する能力、論理的に考察する能力、プレゼ
ンテーションする能力を向上させます。
自ら問題を設定し、企業を調査、分析できるようになります。
【授業の進め方と方法】
グループによるディスカッションを中心に演習を進めます。設定された大き
いテーマのもとで、各グループが具体的なテーマ設定をします。それについ
て調査し、考察し、議論し、そして成果をプレゼンテーションします。
グループによる研究のほか、４年生は個人研究を行います。個人研究につい
ては、中間発表および最終発表をします。
【授業計画】
通年
回 テーマ 内容
１ 講義概要 講義概要とオリエンテーション
２ グループ研究①（１） グループ研究のテーマ設定
３ 方法論 社会科学の研究方法
４ グループ研究①（２） 研究テーマに関する文献調査（１）
５ グループ研究①（３） 研究テーマに関する文献調査（２）
６ ケース・スタディ（１） 企業の事例研究（１）
７ グループ研究①（４） 研究テーマに関する資料収集（１）
８ グループ研究①（５） 研究テーマに関する資料収集（２）
９ グループ研究①（６） これまでの調査をもとにした考察（１）
１０ グループ研究①（７） これまでの調査をもとにした考察（２）
１１ グループ研究①（８） 研究発表の準備
１２ グループ研究①（９） 研究発表
１３ グループ研究②（１） 新しいグループ研究のテーマ設定
１４ 第１回中間発表（１） 個人研究の第１回中間発表（１）
１５ 第１回中間発表（２） 個人研究の第１回中間発表（２）
１ 第２回中間発表（１） 個人研究の第２回中間発表（１）
２ 第２回中間発表（２） 個人研究の第２回中間発表（２）
３ グループ研究②（２） 研究テーマに関する文献調査（１）
４ グループ研究②（３） 研究テーマに関する文献調査（２）
５ ケース・スタディ（２） 企業の事例研究（２）
６ グループ研究②（４） 研究テーマに関する資料収集（１）
７ グループ研究②（５） 研究テーマに関する資料収集（２）
８ グループ研究②（６） これまでの調査をもとにした考察（１）
９ グループ研究②（７） これまでの調査をもとにした考察（２）
１０ グループ研究②（８） これまでの調査をもとにした考察（３）
１１ グループ研究②（９） 研究発表の準備
１２ グループ研究②（10） 研究発表
１３ 研究最終発表（１） 個人研究の最終発表（１）
１４ 研究最終発表（２） 個人研究の最終発表（２）
１５ 研究テーマ発表 次年度に取り組む個人研究テーマの発

表
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
春学期
１－２回：グループ研究のテーマを考える
３回：社会科学の研究方法について調べる
４－５回：グループで研究テーマに関連した文献を調べる
６回：ケースとして扱う企業を調べる
７－８回：グループで研究テーマに関連した資料を収集する
９－１０回：これまでの調査をもとに、グループで議論する
１１－１２回：グループで研究発表の準備をする
１３回：新しいグループ研究のテーマを考える
１４－１５回：個人研究の中間発表の準備をする
秋学期
１－２回：個人研究の中間発表の準備をする
３－４回：グループで研究テーマに関連した文献を調べる
５回：ケースとして扱う企業を調べる
６－７回：グループで研究テーマに関連した資料を収集する
８－１０回：これまでの調査をもとに、グループで議論する
１１－１２回：グループで研究発表の準備をする
１３－１４回：個人研究の最終発表の準備をする
１５回：次年度に取り組む個人研究のテーマを考える

【テキスト（教科書）】
テキストは使用しません。読む必要がある文献に関しては、講義内に指示し
ます。
【参考書】
浅川和宏『グローバル経営入門』日本経済新聞社、2003 年
高根正昭（１９７９）　創造の方法学　講談社現代新書
その他参考文献に関しては、講義内に指示します。
【成績評価の方法と基準】
クラスへの貢献を 70 ％、グループまたは個人によるレポートを 30 ％として
評価します。クラスへの貢献とは、クラスでの調査、ディスカッション、プ
レゼンテーションなどです。出席しているだけでは、クラスへの貢献にはな
らないことを理解して臨んでください。レポートについては、設定したテー
マについてどれだけ深い思考ができているかを重視して評価します。文献に
書かれていることを整理しただけでは高い評価になりません。
【学生の意見（授業改善アンケート等）からの気づき】
国際企業戦略を考えるために必要な理論、企業研究をするために必要な調査
方法に関して議論する時間を増やします。
【その他の重要事項】
国際経営戦略論Ⅰ/Ⅱ、経営戦略論Ⅰ/Ⅱを履修することが望ましいと思います。
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演習１・２ 選択＜演習＞ 2 年次／ 4 単位 ［年間授業］

演習１・２ 選択＜演習＞ 2 年次／ 6 単位 ［年間授業］

演習５・６ 選択＜演習＞ 4 年次／ 6 単位 ［年間授業］

演習３・４ 選択＜演習＞ 3 年次／ 6 単位 ［年間授業］

安藤　直紀

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本演習は国際企業戦略をテーマとします。特に、新興市場への参入とそこで
の競争戦略が中心的なテーマになります。学生は、企業がどのように外国市
場に参入し、現地のライバル企業と競争し、競争優位を獲得するのかを、調
査や議論を通して学びます。
【到達目標】
学生は、国際企業戦略に関する理論を習得します。
外国で企業がとる戦略に関する理解を深めます。
企業が外国で直面するビジネス環境、特に新興経済に関する理解を深めます。
社会科学の調査方法を習得します。
ディスカッションする能力、調査する能力、論理的に考察する能力、プレゼ
ンテーションする能力を向上させます。
自ら問題を設定し、企業を調査、分析できるようになります。
【授業の進め方と方法】
グループによるディスカッションを中心に演習を進めます。設定された大き
いテーマのもとで、各グループが具体的なテーマ設定をします。それについ
て調査し、考察し、議論し、そして成果をプレゼンテーションします。
グループによる研究のほか、４年生は個人研究を行います。個人研究につい
ては、中間発表および最終発表をします。
【授業計画】
通年
回 テーマ 内容
１ 講義概要 講義概要とオリエンテーション
２ グループ研究①（１） グループ研究のテーマ設定
３ 方法論 社会科学の研究方法
４ グループ研究①（２） 研究テーマに関する文献調査（１）
５ グループ研究①（３） 研究テーマに関する文献調査（２）
６ ケース・スタディ（１） 企業の事例研究（１）
７ グループ研究①（４） 研究テーマに関する資料収集（１）
８ グループ研究①（５） 研究テーマに関する資料収集（２）
９ グループ研究①（６） これまでの調査をもとにした考察（１）
１０ グループ研究①（７） これまでの調査をもとにした考察（２）
１１ グループ研究①（８） 研究発表の準備
１２ グループ研究①（９） 研究発表
１３ グループ研究②（１） 新しいグループ研究のテーマ設定
１４ 第１回中間発表（１） 個人研究の第１回中間発表（１）
１５ 第１回中間発表（２） 個人研究の第１回中間発表（２）
１ 第２回中間発表（１） 個人研究の第２回中間発表（１）
２ 第２回中間発表（２） 個人研究の第２回中間発表（２）
３ グループ研究②（２） 研究テーマに関する文献調査（１）
４ グループ研究②（３） 研究テーマに関する文献調査（２）
５ ケース・スタディ（２） 企業の事例研究（２）
６ グループ研究②（４） 研究テーマに関する資料収集（１）
７ グループ研究②（５） 研究テーマに関する資料収集（２）
８ グループ研究②（６） これまでの調査をもとにした考察（１）
９ グループ研究②（７） これまでの調査をもとにした考察（２）
１０ グループ研究②（８） これまでの調査をもとにした考察（３）
１１ グループ研究②（９） 研究発表の準備
１２ グループ研究②（10） 研究発表
１３ 研究最終発表（１） 個人研究の最終発表（１）
１４ 研究最終発表（２） 個人研究の最終発表（２）
１５ 研究テーマ発表 次年度に取り組む個人研究テーマの発

表
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
春学期
１－２回：グループ研究のテーマを考える
３回：社会科学の研究方法について調べる
４－５回：グループで研究テーマに関連した文献を調べる
６回：ケースとして扱う企業を調べる
７－８回：グループで研究テーマに関連した資料を収集する
９－１０回：これまでの調査をもとに、グループで議論する
１１－１２回：グループで研究発表の準備をする
１３回：新しいグループ研究のテーマを考える
１４－１５回：個人研究の中間発表の準備をする
秋学期
１－２回：個人研究の中間発表の準備をする
３－４回：グループで研究テーマに関連した文献を調べる
５回：ケースとして扱う企業を調べる
６－７回：グループで研究テーマに関連した資料を収集する
８－１０回：これまでの調査をもとに、グループで議論する
１１－１２回：グループで研究発表の準備をする
１３－１４回：個人研究の最終発表の準備をする
１５回：次年度に取り組む個人研究のテーマを考える

【テキスト（教科書）】
テキストは使用しません。読む必要がある文献に関しては、講義内に指示し
ます。
【参考書】
浅川和宏『グローバル経営入門』日本経済新聞社、2003 年
高根正昭（１９７９）　創造の方法学　講談社現代新書
その他参考文献に関しては、講義内に指示します。
【成績評価の方法と基準】
クラスへの貢献を 70 ％、グループまたは個人によるレポートを 30 ％として
評価します。クラスへの貢献とは、クラスでの調査、ディスカッション、プ
レゼンテーションなどです。出席しているだけでは、クラスへの貢献にはな
らないことを理解して臨んでください。レポートについては、設定したテー
マについてどれだけ深い思考ができているかを重視して評価します。文献に
書かれていることを整理しただけでは高い評価になりません。
【学生の意見（授業改善アンケート等）からの気づき】
国際企業戦略を考えるために必要な理論、企業研究をするために必要な調査
方法に関して議論する時間を増やします。
【その他の重要事項】
国際経営戦略論Ⅰ/Ⅱ、経営戦略論Ⅰ/Ⅱを履修することが望ましいと思います。
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演習１・２ 選択＜演習＞ 2 年次／ 4 単位 ［年間授業］

演習１・２ 選択＜演習＞ 2 年次／ 6 単位 ［年間授業］

演習５・６ 選択＜演習＞ 4 年次／ 6 単位 ［年間授業］

演習３・４ 選択＜演習＞ 3 年次／ 6 単位 ［年間授業］

長谷川　翔平

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本授業のテーマは「統計モデルによるマーケティング・データの分析」で
ある。
　企業はマーケティング活動を行う際に，様々なデータを収集し，活用してい
る。例えば，新製品開発では消費者ニーズの調査データ，テレビ広告配信では
年齢層別テレビ視聴率データなどが使われる。TSUTAYA の T カードに代表
される FSP（Frequent Shoppers Program）と呼ばれるポイントカードに
よるマーケティング手法を用いれば，個人の長期間にわたる購買履歴データを
収集することができる。また，Amazon や楽天などのインターネットショッ
ピングサイトでは，「購入に至る前にどんなサイトを何分見ていたか」まで収
集している。これらのデータは多数の消費者から収集されるため，その中で商
品 A を買った人は次に商品 B を買う傾向が多いと分かれば，商品 A を買っ
た人に商品 B を推薦する，などしてプロモーションの最適化に用いられてい
る。近年，ビッグデータという単語に注目が集まっているが，マーケティング
においても企業が持つ大規模なマーケティング・データの活用が求められてい
る。また，統計学や機械学習のモデルを応用して様々なデータの分析を行う
データサイエンティストという専門的な職業にも注目が集まっている。デー
タを分析することで企業経営上の有用な知見を取り出す能力は，今後の社会
で重要なスキルとなる。
　本授業では，様々なマーケティング・データから経営意思決定に必要な知
見を取り出すための分析モデルを学び，実際にデータを収集・分析すること
で応用力を身につけることを目的とする。
【到達目標】
・マーケティング・サイエンスの基礎的知識を身につける。
・課題を発見し，解決のため必要となるデータの収集方法が説明できる。
・データ分析モデルの説明と実行ができる。
・分析結果を分かりやすく報告できる。
・課題解決能力を身につける。
【授業の進め方と方法】
[春学期]
マーケティング・データを扱った統計学のテキストを用いて，データ分析に
必要な知識を学ぶ。また，統計解析ソフト R（フリーソフト）を使い，デー
タ分析の実習を行う。
[秋学期]
前半：外部のデータ分析コンテストに参加する。昨年度は株式会社野村総合
研究所の「マーケティング分析コンテスト」に参加した。
後半： 4 年生を中心に卒業研究を行う。4 年生と 2・3 年生のグループを作
り，設定したテーマについて，データを収集し，実証的な分析を行い，発表す
る。テーマ例として昨年度のゼミ生が分析を行ったものを記載する。
①大学生のカフェ利用要因
②売れるアイドルに必要な条件
③エナジードリンク市場の分析
④ペプシがコカコーラに勝つには
⑤ゲーム機市場の販売予測
【授業計画】
通年
回 テーマ 内容
1 ガイダンス 授業概要の説明
2 テキスト 3 章： 1 変数

の記述統計
平均，分散，ヒストグラム

3 テキスト 4 章： 2 変数
の記述統計

相関係数，散布図

4 テキスト 5 章：確率変数 離散型確率変数と連続型確率変数
5 テキスト 6 章：確率分布 様々な確率分布と対応するデータ
6 テキスト 7 章：大数の法

則と中心極限定理
データサンプル数と大数の法則，中心
極限定理の関係

7 テキスト 8 章：標本分布 母集団からの標本抽出と標本統計量
8 テキスト 9 章：推定 平均・散の点推定と区間推定
9 テキスト 10 章：仮説検

定
1 変数の平均と分散の検定

10 テキスト 11 章： 2 標本
検定

2 変数間の平均・分散の差の検定

11 テキスト 12 章：分散分
析

マーケティング活動の効果検証

12 テキスト 13 章：回帰分
析

価格やプロモーションが売上に与える
影響の検証と売上予測

13 テキスト 14 章：一般化
線型モデル

消費者の購買行動やアクセス回数の予
測

14 テキスト 15 章：多項ロ
ジットモデル

ブランド選択モデルによる消費者のブ
ランド選択要因の検証

15 春学期まとめ 春学期に学んだ分析手法について復習
する

16 データ分析コンテスト
(1) ：研究計画発表

分析テーマ，研究計画の発表

17-18 データ分析コンテスト
(2) ：中間報告①

利用データや分析手法の報告

19-20 データ分析コンテスト
(3) ：中間報告②

データ分析の途中報告

21-22 データ分析コンテスト
(4) ：最終報告

分析結果の最終報告

23 卒業研究 (1) ：研究計画
発表

卒業研究テーマの研究背景や目的，研
究計画の発表

24-25 卒業研究 (2) ：中間報告
①

データ収集方法や利用データの報告

26-27 卒業研究 (3) ：中間報告
②

データ分析の途中報告

28-30 卒業研究 (4) ：最終報告 分析結果の最終報告
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
[春学期]
・事前にテキストを読み，内容を理解する（授業中に指名して説明して貰う）。
・事前にテキスト各章のデータ分析例を自分のパソコンで実行する。
・授業中に出された課題に解答し提出する。
[秋学期]
・各グループでデータ収集から分析，結果考察を行い，発表資料を作成する。
【テキスト（教科書）】
・本橋『R で学ぶ統計データ分析』オーム社（2015 年）
授業速度と受講生の理解度によって以下の教科書も利用する。
・佐藤『マーケティングの統計モデル』朝倉書店（2015 年）
【参考書】
・古川，守口，阿部『マーケティング・サイエンス入門（新版）』有斐閣（2011年）
・平岡，堀『プログラミングのための確率統計』オーム社（2009 年）
・山田，杉澤，村井『R によるやさしい統計学』オーム社（2008 年）
・船尾『The R Tips』オーム社（2009 年）
その他必要に応じて紹介
【成績評価の方法と基準】
報告・議論への参加（60 ％）
平常点（40 ％）
4 年生は卒業論文が必須
【学生の意見（授業改善アンケート等）からの気づき】
基礎だけでなく発展的な内容も取り入れる。
【学生が準備すべき機器他】
データ分析と報告資料作成にパソコンが必要である。
【その他の重要事項】
・テキストは数式によるモデルの説明が多いため，初歩的な数学（高校レベル
の微分積分）と統計学の知識があることが望ましい。
・統計解析ソフト R で簡単なプログラミングを組んでデータ分析を行うため，
ある程度のパソコンスキル（エクセルの関数が利用できる等）があることが
望ましい。
・受講希望者は，事前に必ず図書館等で上記テキストを一読し，内容が理解で
きそうか判断してからゼミへ応募して欲しい。
・積極性を持った学生の参加を希望する。
[関連科目]
・マーケティング論Ⅰ/Ⅱ
・マーケティング・リサーチⅠ/Ⅱ
・基礎統計学Ⅰ/Ⅱ
・計量経営分析Ⅰ/Ⅱ
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演習１・２ 選択＜演習＞ 2 年次／ 4 単位 ［年間授業］

演習１・２ 選択＜演習＞ 2 年次／ 6 単位 ［年間授業］

演習５・６ 選択＜演習＞ 4 年次／ 6 単位 ［年間授業］

演習３・４ 選択＜演習＞ 3 年次／ 6 単位 ［年間授業］

林　直嗣

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　金融・財務と経済について、理論と実際を勉強し、コンピューターを活用
した実証分析も行う。また金融政策や経済政策など政策問題についても幅広
く勉強する。全員がコンピューターを使いこなし、レジュメをパワーポイン
トで上手に表現し、計量分析や情報処理の技法を習得できるように指導する。
本年度は昨年度に引き続き「大胆な金融政策、機動的な財政政策、活力ある
成長政策」を主な研究テーマとする。そのためマクロ経済学や金融論、日本
経済論の理論的・実証的な学習をしつつ、アベノミクスなど経済政策や金融
界や産業界の在り方について政策的な分析を行う。
【到達目標】
　この演習では、知識の教育=知育だけでなく、情報機器を使いこなす技育も
行い、また少人数の人間的ふれあいの中で精神面での徳育も目標とする。
　本ゼミの徳育の指導理念は、協調性（チームワーク）と独創性（オリジナ
リティ）である。実社会に出てから、組織の中で協調して仕事ができるとと
もに、独創的なアイデアで組織をリードできる人間を養成することを目標と
する。
【授業の進め方と方法】
　演習 (独語＝ゼミナール、英語＝セミナー）では、教授の指導のもとに、少
人数の学生が特定のテーマについて研究し、報告・討論することが主たる授
業形態である。テキストの輪読・報告・討論を行い、指導教授による講義・解
説も行う。2・3 年生は、日本語や英語の文献をテキストとして輪読や討論を
行うとともに、チームで共同論文を作成して夏期休暇に対抗ゼミを行い、協
調性を養う。また 3 年生は学年末までに各自が興味あるテーマを選定し、進
級論文を作成する。4 年生は、各自が進路に合わせて興味あるテーマを決め、
独創性のある卒業論文を作成する。前半には基本的論文を読んで報告を行い、
後半には理論モデルの実証分析をして論文をまとめる。
【授業計画】
通年
回 テーマ 内容
第１回 イントロダクション 年間授業計画の解説と報告者の決定、

マクロ経済学の概説
第２回 国民所得と国民経済計算 国民所得の基礎概念、国民経済計算の

基礎概念
第３回 春期合宿 卒業論文の第一次報告と指導
第４回 消費支出と消費関数 消費支出の基礎概念、消費関数の理論
第５回 投資支出と投資関数 投資支出の基礎概念、投資関数の基礎

理論
第６回 国民所得の決定と乗数効

果
国民所得の決定、乗数効果の理論

第７回 貨幣需給、貨幣数量説、
流動性選好説

貨幣需給、貨幣数量説、流動性選好説

第８回 ＩＳ＝ＬＭ分析、雇用の
理論

ＩＳ＝ＬＭ分析の理論、雇用の理論

第９回 物価、賃金、インフレー
ション、合理的期待

物価、賃金、インフレーション、合理
的期待

第 10 回 金融政策と財政政策：裁
量政策かルールか

金融政策と財政政策の基礎理論

第 11 回 景気循環 景気循環の基礎概念と理論
第 12 回 経済成長 経済成長の基礎概念と理論
第 13 回 国際マクロ、経済発展、

経済体制
国際マクロ、経済発展、経済体制の基
礎概念と理論

第 14 回 論文作成方法の指導 合宿で発表する論文の作成方法
第 15 回 夏期合宿 2 つのパートで対抗討論会
第 16 回 日本経済の長期デフレ不

況：
長期のデフレ不況、ゼロ金利とマネタ
リーベースの制御、機動的な財政政
策、活力ある成長政策、

第 17 回 景気と株価・地価・商品
相場の動向：

景気の見方、株価動向、地価動向、商
品相場

第 18 回 ゼロ金利と金融の動向： ゼロ金利政策、量的金融緩和、マネタ
リーベースの制御

第 19 回 為替相場の動向： 円安はどこまで続くか、為替相場動向
と為替介入

第 20 回 財政と税制： 財政赤字と行財政改革、消費税増税、
所得税・相続税増税

第 21 回 少子高齢化と年金・医療
改革：

少子高齢化、年金・医療・介護改革

第 22 回 生活保護、教育問題： 生活保護の実態、教育問題
第 23 回 金融業界の動向： 金融業界の動向、証券業界の動向、生

保・損保・消費者金融・外資系金融機
関の業界動向

第 24 回 卒業論文の中間報告 卒業論文の中間報告と指導

第 25 回 産業界・企業の動向： 各産業界の動向、企業再編、企業と情
報化、企業改革とコーポレート・ガバ
ナンス、内部統制、ＣＳＲ、会計制度
改革

第 26 回 個人消費と流通： 個人消費の動向、流通業界、外食産
業、ネット通販

第 27 回 進級論文の報告 進級論文の報告と指導
第 28 回 新エネルギー源と環境問

題：
新エネルギー源と環境問題、原発事故
の処理と原発政策

第 29 回 世界経済と国際協力： アメリカ経済、ヨーロッパ経済、新興
国経済、TPP 交渉と貿易自由化

第 30 回 卒業論文・進級論文の提
出

卒業論文・進級論文の提出と指導

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　予習は最も効果的な勉強法である。先ず自分で教科書を読み、プレゼンテー
ションのために要約したレジュメをパワーポイントで作ってみよう。何が理
解できて何がわからないか、はっきりするので、授業に臨む態度やモチベー
ションが高まり、授業の理解を効果的に高めることができる。
【テキスト（教科書）】
林　直嗣著『経済学入門』新世社
日本経済新聞社編『Ｑ＆Ａ　日本経済の基本』2016 年版、日本経済新聞社
【参考書】
適宜指摘する。
【成績評価の方法と基準】
　授業や合宿での出席と発表、さらに 4 年生は卒業論文、3 年生は進級論文
などを総合して評価する。
【学生の意見（授業改善アンケート等）からの気づき】
　学生諸君の要望にできるだけ応えられるように配慮して、授業を進めていく
【学生が準備すべき機器他】
　演習室では、板書を利用するとともに、PC やプロジェクターを使って
PowerPoint によるプレゼンテーション用レジュメをスクリーンに投影する。
また PC を用いて計量分析を行う。
【その他の重要事項】
〔SA 帰国生・転編入生の募集〕
　 SA 帰国生や転編入生などを若干名募集するので、希望者は開講時に志望
理由書と履歴書を持ってゼミ室へ来て下さい。
〔関連科目の履修〕
　ゼミ生は金融論と応用プログラミング（計量分析コース）を必ず履修され
たい。他にマクロ経済学、ミクロ経済学、国際金融論、企業財務論、証券経済
論、ファイナンス論、日本経済論などを受講することが望ましい。
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　　（2014 年度以前入学者）
　　（2015 年度入学者）

　　教授

演習１・２ 選択＜演習＞ 2 年次／ 4 単位 ［年間授業］

演習１・２ 選択＜演習＞ 2 年次／ 6 単位 ［年間授業］

演習５・６ 選択＜演習＞ 4 年次／ 6 単位 ［年間授業］

演習３・４ 選択＜演習＞ 3 年次／ 6 単位 ［年間授業］

安藤　直紀

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本演習は国際企業戦略をテーマとします。特に、新興市場への参入とそこで
の競争戦略が中心的なテーマになります。学生は、企業がどのように外国市
場に参入し、現地のライバル企業と競争し、競争優位を獲得するのかを、調
査や議論を通して学びます。
【到達目標】
学生は、国際企業戦略に関する理論を習得します。
外国で企業がとる戦略に関する理解を深めます。
企業が外国で直面するビジネス環境、特に新興経済に関する理解を深めます。
社会科学の調査方法を習得します。
ディスカッションする能力、調査する能力、論理的に考察する能力、プレゼ
ンテーションする能力を向上させます。
自ら問題を設定し、企業を調査、分析できるようになります。
【授業の進め方と方法】
グループによるディスカッションを中心に演習を進めます。設定された大き
いテーマのもとで、各グループが具体的なテーマ設定をします。それについ
て調査し、考察し、議論し、そして成果をプレゼンテーションします。
グループによる研究のほか、４年生は個人研究を行います。個人研究につい
ては、中間発表および最終発表をします。
【授業計画】
通年
回 テーマ 内容
１ 講義概要 講義概要とオリエンテーション
２ グループ研究①（１） グループ研究のテーマ設定
３ 方法論 社会科学の研究方法
４ グループ研究①（２） 研究テーマに関する文献調査（１）
５ グループ研究①（３） 研究テーマに関する文献調査（２）
６ ケース・スタディ（１） 企業の事例研究（１）
７ グループ研究①（４） 研究テーマに関する資料収集（１）
８ グループ研究①（５） 研究テーマに関する資料収集（２）
９ グループ研究①（６） これまでの調査をもとにした考察（１）
１０ グループ研究①（７） これまでの調査をもとにした考察（２）
１１ グループ研究①（８） 研究発表の準備
１２ グループ研究①（９） 研究発表
１３ グループ研究②（１） 新しいグループ研究のテーマ設定
１４ 第１回中間発表（１） 個人研究の第１回中間発表（１）
１５ 第１回中間発表（２） 個人研究の第１回中間発表（２）
１ 第２回中間発表（１） 個人研究の第２回中間発表（１）
２ 第２回中間発表（２） 個人研究の第２回中間発表（２）
３ グループ研究②（２） 研究テーマに関する文献調査（１）
４ グループ研究②（３） 研究テーマに関する文献調査（２）
５ ケース・スタディ（２） 企業の事例研究（２）
６ グループ研究②（４） 研究テーマに関する資料収集（１）
７ グループ研究②（５） 研究テーマに関する資料収集（２）
８ グループ研究②（６） これまでの調査をもとにした考察（１）
９ グループ研究②（７） これまでの調査をもとにした考察（２）
１０ グループ研究②（８） これまでの調査をもとにした考察（３）
１１ グループ研究②（９） 研究発表の準備
１２ グループ研究②（10） 研究発表
１３ 研究最終発表（１） 個人研究の最終発表（１）
１４ 研究最終発表（２） 個人研究の最終発表（２）
１５ 研究テーマ発表 次年度に取り組む個人研究テーマの発

表
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
春学期
１－２回：グループ研究のテーマを考える
３回：社会科学の研究方法について調べる
４－５回：グループで研究テーマに関連した文献を調べる
６回：ケースとして扱う企業を調べる
７－８回：グループで研究テーマに関連した資料を収集する
９－１０回：これまでの調査をもとに、グループで議論する
１１－１２回：グループで研究発表の準備をする
１３回：新しいグループ研究のテーマを考える
１４－１５回：個人研究の中間発表の準備をする
秋学期
１－２回：個人研究の中間発表の準備をする
３－４回：グループで研究テーマに関連した文献を調べる
５回：ケースとして扱う企業を調べる
６－７回：グループで研究テーマに関連した資料を収集する
８－１０回：これまでの調査をもとに、グループで議論する
１１－１２回：グループで研究発表の準備をする
１３－１４回：個人研究の最終発表の準備をする
１５回：次年度に取り組む個人研究のテーマを考える

【テキスト（教科書）】
テキストは使用しません。読む必要がある文献に関しては、講義内に指示し
ます。
【参考書】
浅川和宏『グローバル経営入門』日本経済新聞社、2003 年
高根正昭（１９７９）　創造の方法学　講談社現代新書
その他参考文献に関しては、講義内に指示します。
【成績評価の方法と基準】
クラスへの貢献を 70 ％、グループまたは個人によるレポートを 30 ％として
評価します。クラスへの貢献とは、クラスでの調査、ディスカッション、プ
レゼンテーションなどです。出席しているだけでは、クラスへの貢献にはな
らないことを理解して臨んでください。レポートについては、設定したテー
マについてどれだけ深い思考ができているかを重視して評価します。文献に
書かれていることを整理しただけでは高い評価になりません。
【学生の意見（授業改善アンケート等）からの気づき】
国際企業戦略を考えるために必要な理論、企業研究をするために必要な調査
方法に関して議論する時間を増やします。
【その他の重要事項】
国際経営戦略論Ⅰ/Ⅱ、経営戦略論Ⅰ/Ⅱを履修することが望ましいと思います。
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演習１・２ 選択＜演習＞ 2 年次／ 4 単位 ［年間授業］

演習１・２ 選択＜演習＞ 2 年次／ 6 単位 ［年間授業］

演習５・６ 選択＜演習＞ 4 年次／ 6 単位 ［年間授業］

演習３・４ 選択＜演習＞ 3 年次／ 6 単位 ［年間授業］

安藤　直紀

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本演習は国際企業戦略をテーマとします。特に、新興市場への参入とそこで
の競争戦略が中心的なテーマになります。学生は、企業がどのように外国市
場に参入し、現地のライバル企業と競争し、競争優位を獲得するのかを、調
査や議論を通して学びます。
【到達目標】
学生は、国際企業戦略に関する理論を習得します。
外国で企業がとる戦略に関する理解を深めます。
企業が外国で直面するビジネス環境、特に新興経済に関する理解を深めます。
社会科学の調査方法を習得します。
ディスカッションする能力、調査する能力、論理的に考察する能力、プレゼ
ンテーションする能力を向上させます。
自ら問題を設定し、企業を調査、分析できるようになります。
【授業の進め方と方法】
グループによるディスカッションを中心に演習を進めます。設定された大き
いテーマのもとで、各グループが具体的なテーマ設定をします。それについ
て調査し、考察し、議論し、そして成果をプレゼンテーションします。
グループによる研究のほか、４年生は個人研究を行います。個人研究につい
ては、中間発表および最終発表をします。
【授業計画】
通年
回 テーマ 内容
１ 講義概要 講義概要とオリエンテーション
２ グループ研究①（１） グループ研究のテーマ設定
３ 方法論 社会科学の研究方法
４ グループ研究①（２） 研究テーマに関する文献調査（１）
５ グループ研究①（３） 研究テーマに関する文献調査（２）
６ ケース・スタディ（１） 企業の事例研究（１）
７ グループ研究①（４） 研究テーマに関する資料収集（１）
８ グループ研究①（５） 研究テーマに関する資料収集（２）
９ グループ研究①（６） これまでの調査をもとにした考察（１）
１０ グループ研究①（７） これまでの調査をもとにした考察（２）
１１ グループ研究①（８） 研究発表の準備
１２ グループ研究①（９） 研究発表
１３ グループ研究②（１） 新しいグループ研究のテーマ設定
１４ 第１回中間発表（１） 個人研究の第１回中間発表（１）
１５ 第１回中間発表（２） 個人研究の第１回中間発表（２）
１ 第２回中間発表（１） 個人研究の第２回中間発表（１）
２ 第２回中間発表（２） 個人研究の第２回中間発表（２）
３ グループ研究②（２） 研究テーマに関する文献調査（１）
４ グループ研究②（３） 研究テーマに関する文献調査（２）
５ ケース・スタディ（２） 企業の事例研究（２）
６ グループ研究②（４） 研究テーマに関する資料収集（１）
７ グループ研究②（５） 研究テーマに関する資料収集（２）
８ グループ研究②（６） これまでの調査をもとにした考察（１）
９ グループ研究②（７） これまでの調査をもとにした考察（２）
１０ グループ研究②（８） これまでの調査をもとにした考察（３）
１１ グループ研究②（９） 研究発表の準備
１２ グループ研究②（10） 研究発表
１３ 研究最終発表（１） 個人研究の最終発表（１）
１４ 研究最終発表（２） 個人研究の最終発表（２）
１５ 研究テーマ発表 次年度に取り組む個人研究テーマの発

表
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
春学期
１－２回：グループ研究のテーマを考える
３回：社会科学の研究方法について調べる
４－５回：グループで研究テーマに関連した文献を調べる
６回：ケースとして扱う企業を調べる
７－８回：グループで研究テーマに関連した資料を収集する
９－１０回：これまでの調査をもとに、グループで議論する
１１－１２回：グループで研究発表の準備をする
１３回：新しいグループ研究のテーマを考える
１４－１５回：個人研究の中間発表の準備をする
秋学期
１－２回：個人研究の中間発表の準備をする
３－４回：グループで研究テーマに関連した文献を調べる
５回：ケースとして扱う企業を調べる
６－７回：グループで研究テーマに関連した資料を収集する
８－１０回：これまでの調査をもとに、グループで議論する
１１－１２回：グループで研究発表の準備をする
１３－１４回：個人研究の最終発表の準備をする
１５回：次年度に取り組む個人研究のテーマを考える

【テキスト（教科書）】
テキストは使用しません。読む必要がある文献に関しては、講義内に指示し
ます。
【参考書】
浅川和宏『グローバル経営入門』日本経済新聞社、2003 年
高根正昭（１９７９）　創造の方法学　講談社現代新書
その他参考文献に関しては、講義内に指示します。
【成績評価の方法と基準】
クラスへの貢献を 70 ％、グループまたは個人によるレポートを 30 ％として
評価します。クラスへの貢献とは、クラスでの調査、ディスカッション、プ
レゼンテーションなどです。出席しているだけでは、クラスへの貢献にはな
らないことを理解して臨んでください。レポートについては、設定したテー
マについてどれだけ深い思考ができているかを重視して評価します。文献に
書かれていることを整理しただけでは高い評価になりません。
【学生の意見（授業改善アンケート等）からの気づき】
国際企業戦略を考えるために必要な理論、企業研究をするために必要な調査
方法に関して議論する時間を増やします。
【その他の重要事項】
国際経営戦略論Ⅰ/Ⅱ、経営戦略論Ⅰ/Ⅱを履修することが望ましいと思います。
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演習１・２ 選択＜演習＞ 2 年次／ 4 単位 ［年間授業］

演習１・２ 選択＜演習＞ 2 年次／ 6 単位 ［年間授業］

演習５・６ 選択＜演習＞ 4 年次／ 6 単位 ［年間授業］

演習３・４ 選択＜演習＞ 3 年次／ 6 単位 ［年間授業］

安藤　直紀

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本演習は国際企業戦略をテーマとします。特に、新興市場への参入とそこで
の競争戦略が中心的なテーマになります。学生は、企業がどのように外国市
場に参入し、現地のライバル企業と競争し、競争優位を獲得するのかを、調
査や議論を通して学びます。
【到達目標】
学生は、国際企業戦略に関する理論を習得します。
外国で企業がとる戦略に関する理解を深めます。
企業が外国で直面するビジネス環境、特に新興経済に関する理解を深めます。
社会科学の調査方法を習得します。
ディスカッションする能力、調査する能力、論理的に考察する能力、プレゼ
ンテーションする能力を向上させます。
自ら問題を設定し、企業を調査、分析できるようになります。
【授業の進め方と方法】
グループによるディスカッションを中心に演習を進めます。設定された大き
いテーマのもとで、各グループが具体的なテーマ設定をします。それについ
て調査し、考察し、議論し、そして成果をプレゼンテーションします。
グループによる研究のほか、４年生は個人研究を行います。個人研究につい
ては、中間発表および最終発表をします。
【授業計画】
通年
回 テーマ 内容
１ 講義概要 講義概要とオリエンテーション
２ グループ研究①（１） グループ研究のテーマ設定
３ 方法論 社会科学の研究方法
４ グループ研究①（２） 研究テーマに関する文献調査（１）
５ グループ研究①（３） 研究テーマに関する文献調査（２）
６ ケース・スタディ（１） 企業の事例研究（１）
７ グループ研究①（４） 研究テーマに関する資料収集（１）
８ グループ研究①（５） 研究テーマに関する資料収集（２）
９ グループ研究①（６） これまでの調査をもとにした考察（１）
１０ グループ研究①（７） これまでの調査をもとにした考察（２）
１１ グループ研究①（８） 研究発表の準備
１２ グループ研究①（９） 研究発表
１３ グループ研究②（１） 新しいグループ研究のテーマ設定
１４ 第１回中間発表（１） 個人研究の第１回中間発表（１）
１５ 第１回中間発表（２） 個人研究の第１回中間発表（２）
１ 第２回中間発表（１） 個人研究の第２回中間発表（１）
２ 第２回中間発表（２） 個人研究の第２回中間発表（２）
３ グループ研究②（２） 研究テーマに関する文献調査（１）
４ グループ研究②（３） 研究テーマに関する文献調査（２）
５ ケース・スタディ（２） 企業の事例研究（２）
６ グループ研究②（４） 研究テーマに関する資料収集（１）
７ グループ研究②（５） 研究テーマに関する資料収集（２）
８ グループ研究②（６） これまでの調査をもとにした考察（１）
９ グループ研究②（７） これまでの調査をもとにした考察（２）
１０ グループ研究②（８） これまでの調査をもとにした考察（３）
１１ グループ研究②（９） 研究発表の準備
１２ グループ研究②（10） 研究発表
１３ 研究最終発表（１） 個人研究の最終発表（１）
１４ 研究最終発表（２） 個人研究の最終発表（２）
１５ 研究テーマ発表 次年度に取り組む個人研究テーマの発

表
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
春学期
１－２回：グループ研究のテーマを考える
３回：社会科学の研究方法について調べる
４－５回：グループで研究テーマに関連した文献を調べる
６回：ケースとして扱う企業を調べる
７－８回：グループで研究テーマに関連した資料を収集する
９－１０回：これまでの調査をもとに、グループで議論する
１１－１２回：グループで研究発表の準備をする
１３回：新しいグループ研究のテーマを考える
１４－１５回：個人研究の中間発表の準備をする
秋学期
１－２回：個人研究の中間発表の準備をする
３－４回：グループで研究テーマに関連した文献を調べる
５回：ケースとして扱う企業を調べる
６－７回：グループで研究テーマに関連した資料を収集する
８－１０回：これまでの調査をもとに、グループで議論する
１１－１２回：グループで研究発表の準備をする
１３－１４回：個人研究の最終発表の準備をする
１５回：次年度に取り組む個人研究のテーマを考える

【テキスト（教科書）】
テキストは使用しません。読む必要がある文献に関しては、講義内に指示し
ます。
【参考書】
浅川和宏『グローバル経営入門』日本経済新聞社、2003 年
高根正昭（１９７９）　創造の方法学　講談社現代新書
その他参考文献に関しては、講義内に指示します。
【成績評価の方法と基準】
クラスへの貢献を 70 ％、グループまたは個人によるレポートを 30 ％として
評価します。クラスへの貢献とは、クラスでの調査、ディスカッション、プ
レゼンテーションなどです。出席しているだけでは、クラスへの貢献にはな
らないことを理解して臨んでください。レポートについては、設定したテー
マについてどれだけ深い思考ができているかを重視して評価します。文献に
書かれていることを整理しただけでは高い評価になりません。
【学生の意見（授業改善アンケート等）からの気づき】
国際企業戦略を考えるために必要な理論、企業研究をするために必要な調査
方法に関して議論する時間を増やします。
【その他の重要事項】
国際経営戦略論Ⅰ/Ⅱ、経営戦略論Ⅰ/Ⅱを履修することが望ましいと思います。
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演習１・２ 選択＜演習＞ 2 年次／ 4 単位 ［年間授業］

演習１・２ 選択＜演習＞ 2 年次／ 6 単位 ［年間授業］

演習５・６ 選択＜演習＞ 4 年次／ 6 単位 ［年間授業］

演習３・４ 選択＜演習＞ 3 年次／ 6 単位 ［年間授業］

安藤　直紀

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本演習は国際企業戦略をテーマとします。特に、新興市場への参入とそこで
の競争戦略が中心的なテーマになります。学生は、企業がどのように外国市
場に参入し、現地のライバル企業と競争し、競争優位を獲得するのかを、調
査や議論を通して学びます。
【到達目標】
学生は、国際企業戦略に関する理論を習得します。
外国で企業がとる戦略に関する理解を深めます。
企業が外国で直面するビジネス環境、特に新興経済に関する理解を深めます。
社会科学の調査方法を習得します。
ディスカッションする能力、調査する能力、論理的に考察する能力、プレゼ
ンテーションする能力を向上させます。
自ら問題を設定し、企業を調査、分析できるようになります。
【授業の進め方と方法】
グループによるディスカッションを中心に演習を進めます。設定された大き
いテーマのもとで、各グループが具体的なテーマ設定をします。それについ
て調査し、考察し、議論し、そして成果をプレゼンテーションします。
グループによる研究のほか、４年生は個人研究を行います。個人研究につい
ては、中間発表および最終発表をします。
【授業計画】
通年
回 テーマ 内容
１ 講義概要 講義概要とオリエンテーション
２ グループ研究①（１） グループ研究のテーマ設定
３ 方法論 社会科学の研究方法
４ グループ研究①（２） 研究テーマに関する文献調査（１）
５ グループ研究①（３） 研究テーマに関する文献調査（２）
６ ケース・スタディ（１） 企業の事例研究（１）
７ グループ研究①（４） 研究テーマに関する資料収集（１）
８ グループ研究①（５） 研究テーマに関する資料収集（２）
９ グループ研究①（６） これまでの調査をもとにした考察（１）
１０ グループ研究①（７） これまでの調査をもとにした考察（２）
１１ グループ研究①（８） 研究発表の準備
１２ グループ研究①（９） 研究発表
１３ グループ研究②（１） 新しいグループ研究のテーマ設定
１４ 第１回中間発表（１） 個人研究の第１回中間発表（１）
１５ 第１回中間発表（２） 個人研究の第１回中間発表（２）
１ 第２回中間発表（１） 個人研究の第２回中間発表（１）
２ 第２回中間発表（２） 個人研究の第２回中間発表（２）
３ グループ研究②（２） 研究テーマに関する文献調査（１）
４ グループ研究②（３） 研究テーマに関する文献調査（２）
５ ケース・スタディ（２） 企業の事例研究（２）
６ グループ研究②（４） 研究テーマに関する資料収集（１）
７ グループ研究②（５） 研究テーマに関する資料収集（２）
８ グループ研究②（６） これまでの調査をもとにした考察（１）
９ グループ研究②（７） これまでの調査をもとにした考察（２）
１０ グループ研究②（８） これまでの調査をもとにした考察（３）
１１ グループ研究②（９） 研究発表の準備
１２ グループ研究②（10） 研究発表
１３ 研究最終発表（１） 個人研究の最終発表（１）
１４ 研究最終発表（２） 個人研究の最終発表（２）
１５ 研究テーマ発表 次年度に取り組む個人研究テーマの発

表
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
春学期
１－２回：グループ研究のテーマを考える
３回：社会科学の研究方法について調べる
４－５回：グループで研究テーマに関連した文献を調べる
６回：ケースとして扱う企業を調べる
７－８回：グループで研究テーマに関連した資料を収集する
９－１０回：これまでの調査をもとに、グループで議論する
１１－１２回：グループで研究発表の準備をする
１３回：新しいグループ研究のテーマを考える
１４－１５回：個人研究の中間発表の準備をする
秋学期
１－２回：個人研究の中間発表の準備をする
３－４回：グループで研究テーマに関連した文献を調べる
５回：ケースとして扱う企業を調べる
６－７回：グループで研究テーマに関連した資料を収集する
８－１０回：これまでの調査をもとに、グループで議論する
１１－１２回：グループで研究発表の準備をする
１３－１４回：個人研究の最終発表の準備をする
１５回：次年度に取り組む個人研究のテーマを考える

【テキスト（教科書）】
テキストは使用しません。読む必要がある文献に関しては、講義内に指示し
ます。
【参考書】
浅川和宏『グローバル経営入門』日本経済新聞社、2003 年
高根正昭（１９７９）　創造の方法学　講談社現代新書
その他参考文献に関しては、講義内に指示します。
【成績評価の方法と基準】
クラスへの貢献を 70 ％、グループまたは個人によるレポートを 30 ％として
評価します。クラスへの貢献とは、クラスでの調査、ディスカッション、プ
レゼンテーションなどです。出席しているだけでは、クラスへの貢献にはな
らないことを理解して臨んでください。レポートについては、設定したテー
マについてどれだけ深い思考ができているかを重視して評価します。文献に
書かれていることを整理しただけでは高い評価になりません。
【学生の意見（授業改善アンケート等）からの気づき】
国際企業戦略を考えるために必要な理論、企業研究をするために必要な調査
方法に関して議論する時間を増やします。
【その他の重要事項】
国際経営戦略論Ⅰ/Ⅱ、経営戦略論Ⅰ/Ⅱを履修することが望ましいと思います。
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　ゼミ生は金融論Ⅰ/Ⅱと応用プログラミングⅠ・Ⅱ（計量分析コース）を
必ず履修されたい。他にマクロ経済学Ⅰ/Ⅱ、ミクロ経済学入門Ⅰ・Ⅱ、国際
金融論Ⅰ/Ⅱ、企業財務論Ⅰ/Ⅱ、証券経済論Ⅰ/Ⅱ、ファイナンス論Ⅰ/Ⅱ、
日本経済論Ⅰ/Ⅱなどを受講することが望ましい。
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問題解決技法入門 選択＜特殊講義＞ 1～4 年次／ 2 単位［春学期授業］

三澤　一文

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　今、多くの日本企業が問題解決能力に優れたリーダーの不足に頭を悩まして
います。ＩＴ化、グローバル化の流れの中で、将来を見越したイノベーション
を起こし、世界的な視野をもって決断し、俊敏に実行できるようなリーダー
人材が社内で育っていないのです。そんな中でも、トヨタ自動車はリーダー
人材を次々に輩出し、業界トップの座を守り続けています。のみならず、ト
ヨタのリーダーたちが身につけた問題解決手法は、他業界にも移植され、成
果を挙げています。そんなトヨタが、リーダーたちに何を伝え、どういう経
験を積ませてきたのかを知ることは、いまの日本企業にとってとても重要な
ヒントを与えてくれるはずです。本授業は、トヨタ社内で実際に活用されて
いる問題解決手法を習得し、さらに、それを応用した新しい経営知識を事例
学習で身につけることが目的です。
【到達目標】
本授業で採りあげる「問題解決手法」は次の８つのステップから成ります。①
問題を明確にする②問題をブレイクダウンする③達成目標を決める④真因を
考え抜く⑤対策を立てる⑥対策をやりぬく⑦結果とプロセスを評価する⑧成
果を定着させる。この問題解決手法は、すでに日本企業の中で広く普及して
いて、サービス業、製造業、金融業など業界を問わず、成果を上げています。
本授業を受講することで、受講生は、日常の様々な問題を経営の視点でうま
く解決することができるようになります。また、将来、リーダーとなる人材
が押さえておくべき経営手法も習得することができます。
【授業の進め方と方法】
講義形式を主体としますが、適時、リアクションペーパー（①授業で興味を
もった点、②疑問に思った点、③その他の感想や意見、などを記入し、授業
後に提出）を活用し、担当教員と受講生との間の効率的、継続的な双方向コ
ミュニケーションを図ります。
【授業計画】
春学期
回 テーマ 内容
1 イントロダクション 漫画で学ぶトヨタの問題解決手法
2 問題を明確にする いったい何が問題なのかをはっきりさ

せる
3 問題をブレイクダウンす

る
取り組むべき問題はどこにあるのかを
決める

4 事例研究 ナイキ　 VS.リーボック、アマゾン、
シェル石油、など

5 達成目標を決める 挑戦的で具体性のある目標を設定する
6 真因を考え抜く 真の原因を深堀して突き止める
7 対策を立てる 源流までさかのぼって対策を立てる
8 事例研究 トヨタ、シマノ、ＩＤＥＯ、など
9 対策をやりぬく スピード重視でチーム一丸となって実

行する
10 結果とプロセスを評価す

る
実行の結果とプロセスを振り返る

11 成果を定着させる 成功の仕組みを定着させる
12 事例研究 日本の半導体メーカー　ＶＳ．米国テ

キサス・インスツルメンツ、イケア、
３Ｍ、など

13 問題解決手法の応用実例 トヨタでの事例紹介
14 トヨタのリーダー像 仕事の進め方、行動、心がけ、心構え
15 まとめ 講義全体を通じての質疑応答、自由討

議、など
【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
トヨタは日本で最大かつ最強の「ベンチャー企業」です。いまから 80 年以上
前に、創業者の豊田喜一郎は、自動織機の工場の片隅にある板張りの囲いの
中で、本業とはまったく関係のない小さなガソリンエンジンをこっそりつく
り始めました。その「起業家精神」は、かたちを変えていまも受け継がれて
います。本授業で学習するトヨタで受け継がれる問題解決手法を体得するの
は簡単ではありませんが、意識して日々の問題解決に応用する場面を増やす
ことで、次第に、いかなる問題の解決にも役立つ物事の進め方、すなわち「仕
事の型」が身に付きます。
【テキスト（教科書）】
三澤一文『トヨタ式リーダー育成法』日本経済新聞出版社（2014 年）、1400
円＋税
【参考書】
問題解決手法に関する世界の標準的古典の一冊は以下の書籍です。やや、難解
ですが、良書ですので、機会あれば、本授業とあわせ、一読をおすすめします。
バーバラ ミント (著), 山崎 康司 (翻訳)『考える技術・書く技術―問題解決力
を伸すピラミッド原則』ダイヤモンド社　 (1999), 2800 円＋税
また、トヨタの問題解決手法に関するより具体的な紹介書籍は以下が参考に
なります。
（株）ＯＪＴソリューションズ　『トヨタの問題解決』ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2014
年）、1300 円＋税
【成績評価の方法と基準】
平常点（リアクションペーパーの提出含む）５０点
レポート課題　５０点

【学生の意見（授業改善アンケート等）からの気づき】
本年度新規科目につき、過去にアンケートを実施していません。
【学生が準備すべき機器他】
授業はパワーポイントと板書を併用して行います。また、授業に必要な資料
の配布や課題提出等には授業支援システム等を利用します。
【その他の重要事項】
関連科目は経営学総論Ⅰ/Ⅱです。
毎回の授業中、授業後の質問を歓迎します。
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ものづくり経営論 選択＜特殊講義＞ 2～4 年次／ 2 単位［春学期授業］

三澤　一文

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
トヨタが考える理想の車は、孫悟空の「きんと雲」です。今日のトヨタ自動
車を築いた豊田英二氏が、理想の車のイメージとして挙げた「きんと雲」は、
ものすごいスピードで目的地に着きながら、環境を汚さない、究極の省エネ、
そして安全な理想的な乗り物です。このような一般人の想像を絶する理想を
めざすことが、日本の「ものづくり」の社会的使命のひとつです。一方、日々
のビジネスの競争は、ますます、厳しくなっています。いずれの業界も、コ
スト競争、スピード競争は激烈です。とくに、日本企業にとって、かつての
欧米企業へのキャッチアップ一辺倒の時代は終わり、新興国からの追い上げ
に負けないようにしなければいけないのが実情です。
本授業は、「きんと雲」のような「理想主義」と、企業の現場での「現実主義」
の間での「ものづくり」の葛藤を適切にマネジメントする考え方と方法を習
得することが目的です。
【到達目標】
企業の現場にとって、「価格競争に陥らないような独創的な製品を開発したい」
「製品開発のスピードで他社より勝りたい」「コスト競争力をもっと上げたい」
「高い品質で顧客に満足してもらいたい」といった現実の要望に応えられる考
え方や方法論がたいへん重要です。しかし、無理に「ものづくり」のスピード
を上げると品質が落ちてしまったり、また、製品の訴求力にこだわり過ぎる
とコスト競争に勝てなくなったりします。現実に「ものづくり」を成功させ
るには、相反、矛盾するこれら複数の要望のあいだでの微妙なバランスが欠
かせません。本授業を受講することで、以上のような、企業のものづくりの
現場で実際に起きている典型的な問題とその原因を理解し、さらにそれらの
問題の解決方法を習得し、他の様々な問題解決に応用できるようになります。
【授業の進め方と方法】
講義形式を主体としますが、適時、リアクションペーパー（①授業で興味を
もった点、②疑問に思った点、③その他の感想や意見、などを記入し、授業
後に提出）を活用し、担当教員と受講生との間の効率的、継続的な双方向コ
ミュニケーションを図ります。
【授業計画】
春学期
回 テーマ 内容
１ イントロダクション なぜ、あのグローバル著名企業は「も

のづくり」に失敗したのか？
２ なぜ「ものづくり」にマ

ネジメントが必要なの
か？

経営環境の変化と今後の経営課題

３ 問題解決型「ものづくり」
の重要性

独創性、スピード、コスト、品質のバ
ランス追求

４ なぜ企業は不毛な値引き
競争に陥るのか？

コモディティ化のわな、事例紹介

５ 脱コモディティの戦略 ブラックボックス戦略、ニッチ戦略、
などの事例紹介

６ なぜ企業は商品開発に失
敗するのか？

スニーカーゲームの負け組企業の事例
紹介など

７ ヒットする「ものづくり」
の生産性向上手法

商品・技術・製品の三つの開発プロセ
スの連携管理

８ なぜコストダウンは思う
ようにできないのか？

従来のコスト感覚が非常識に変わる時

９ コストは改善・改革・革
新の三位一体で削減

企業事例紹介

１０ 日本企業はこれからも品
質競争で勝てるのか？

そもそも品質の考え方や定義が従来と
変わった

１１ 予期せぬ問題や不具合の
発生を防ぐ方法

人間系とＩＴ系の連携、事例紹介

１２ 「ものづくり」の二律背反
問題とは？

企業事例紹介

１３ 二律背反問題の典型的な
解決方法

企業事例紹介

１４ トヨタの「ものづくり」
の考え方

トヨタの仕事の仕方、Toyota Way

１５ まとめ 講義全体を通じての質疑応答、自由討
議、など

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
トヨタでは「ものづくり」の根本は「人づくり」にある、と言われています。
単なる技術的な「モノづくり」は単発で一過性のヒット商品に終わる可能性
が大ですが、トヨタのように、事務系、技術系を問わず、すべての人が共通の
心がけと心構えで、日々の問題解決に努めることができるようになれば、そ
の仕事の進め方やスキルは２０２０年、２０３０年、さらにはもっと将来の
いかなる業界、業種でも活かされるはずです。本授業でも、「人づくり」の視
点から講義をしますが、補完的に、話題の『下町ロケット』『下町ロケット２』
を（再）鑑賞、（再）読書することを推奨します（参考書ではありません）。
【テキスト（教科書）】
三澤一文　『技術マネジメント入門』日本経済新聞出版社（2007 年）、830
円＋税

【参考書】
教科書の巻末１８９頁の「より深く理解するためのブックガイド」を参照し
てください。「ものづくり」に関わる経営論、産業論、組織論、技術革新論、
オペレーション論などの分野ごとに合計２２冊の推奨書籍を紹介しています
ので、この中から自身で興味を引きそうな書籍を１－２冊選んでください。
【成績評価の方法と基準】
平常点（リアクションペーパーの提出含む）５０点
レポート課題　５０点
【学生の意見（授業改善アンケート等）からの気づき】
本年度新規科目につき、過去にアンケートを実施していません。
【学生が準備すべき機器他】
授業はパワーポイントと板書を併用して行います。また、授業に必要な資料
の配布や課題提出等には授業支援システム等を利用します。
【その他の重要事項】
関連科目は経営学総論Ⅰ/Ⅱ、経営戦略論Ⅰ/Ⅱ、製品開発論Ⅰ/Ⅱ、技術管理論
Ⅰ/Ⅱなどです。
毎回の授業中、授業後の質問を歓迎します。
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